
E  環 境

当社グループは、環境問題への取り組みを経営の基本的課題として認識し、企業活動全般にわたって、推進していきます。ま
た、環境保全への責務を十分に認識し、環境に関する法令等を遵守するとともに、環境活動に対して積極的に取り組んでい
きます。

環境基本方針

環境に対する考え方

当社は、サステナビリティ経営の実践に向けた、サステナビリティ施
策の円滑な推進を目的に、委員長を代表取締役社長、委員を執行
役員および各部署の所属長として構成する「サステナビリティ委員
会」を2020年12月に設置しました。

「サステナビリティ委員会」を中心に、気候変動等の環境に対する取
り組みを含め、サステナビリティ施策に関するPDCAをモニタリング
し、重要な内容については取締役会への報告等を行うことにより、
サステナビリティ経営の実効性を高めていきます。

  推進体制

気候変動への対策

当社グループは、当社グループの事業のうち不動産運用に伴う温室
効果ガス排出の排出状況およびエネルギー消費について、適切に
把握・管理するとともに、各種取り組みを通じて、法令遵守レベル以
上の温室効果ガス排出削減および効率的なエネルギー利用、再生
可能エネルギーの活用等を推進していくことで、気候変動への対策
を推進していきます。

  考え方・方針

当社グループは、以下のような目標を掲げ、GHG排出量削減および
省エネルギー、再生可能エネルギーの活用等を推進していくことで、
気候変動への対策に寄与していきます。

  取り組み目標

※1  再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）に依存しない風力、太陽光、水力などの再生可能
エネルギー電源

※2  非FIT再生可能エネルギー電源を対象として、非化石価値を分離した証書のうち、再生可能エネ
ルギーとして認められるもの

当社は、2021年5月より当社本店が所在する日証館（東京都中央区
日本橋兜町）を含む東京・横浜エリア17物件の使用電力を、再生可
能エネルギー由来に切り替えることとしました。今回の切り替えに伴
い、年間約12GWhに相当する再生可能エネルギーを利用し、年間約
4,900トンに相当するCO2削減量が見込まれます。
今回導入する再生可能エネルギーは、非FIT再生可能エネルギー電源※1

の電気に、非FIT非化石証書（再エネ指定）※2を組み合わせたものです。
当社は今回の取り組みをはじめとして、再生可能エネルギー活用の対
象物件を順次追加していきます。

再生可能エネルギーの活用

  具体的な取り組み

環境負荷低減
ビルはその運用に多大なエネルギーを必要とするため、昨今、ビル
に環境性能を求める動きが加速しています。当社は、ビルの建築・改
修にあたり環境負荷にも配慮しています。

【各ビルの取り組み例】

東京証券取引所ビル
・  電力および空調の制御による省エネルギー化（ビル管理システムの導入）
・  全熱交換器による運転制御、外気冷房制御等熱負荷の低減
・  インバーター方式による変風量制御等による搬送動力の低減
・   熱回収ターボ冷凍機による廃熱回収制御　など

大阪証券取引所ビル
・電力および空調の制御による省エネルギー化（ビル管理システムの導入）　など

セントライズ栄
・  外部ブラインドシステムの採用、ブラインド板の自動角度調整
・  Low-E（低反射）ペアガラスの採用　など

KABUTO ONE
・  再生可能エネルギーの活用（太陽光発電設備の導入）
・  エネルギーの効率的利用（LED照明および制御システム、高効率機器

の採用）
・  ヒートアイランド現象の抑制（緑地率40%）　など

グリーンリース
当社は、テナントと協働し、所有物件の省エネルギー化等を通じた
環境負荷の低減や執務環境の改善について契約や覚書等によって
自主的に取り決めることで、ビルオーナーとテナント双方が恩恵を
受けられる取り組みを実践しています。

グリーンファイナンス
環境省が実施する「地域ESG融資促進利子補給事業」制度を活用
し、本制度の指定金融機関よりESG融資を実施しました。
これは、本制度の指定金融機関に「KABUTO ONE」が省エネ型ビ
ルとして環境負荷低減に貢献すると評価され、ESG融資を提案さ
れたことによるものです。

【「地域ESG融資促進利子補給事業」イメージ】
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当社グループが保有する不動産ポートフォリオのバリューチェーン全
体におけるESG配慮の取り組みを推進するため、当社グループにお
ける主要な製品・サービス、主要な取引先（プロパティ・マネジメント
会社、ビル管理会社等）について調達ポリシーを定めています。　
当社グループは可能な限りにおいて環境に対する考え方や目標に
ついての情報を共有し、協力関係を築くよう努めています。

  環境サプライチェーン

当社グループでは、環境に関する法令等を遵守しています。2020
年度の環境関連法規制の違反および環境事故は0件となってい 
ます。

  環境コンプライアンス

【環境への配慮に関する調達ポリシー】
（「サステナブル調達ポリシー」抜粋）

②環境に配慮した業務手順の導入
環境・サステナビリティに関する法規制・基準等を遵守していること。

③環境に配慮した物品の調達
工事において調達する物品の選定にあたって、必要な品質・機能・経済性・
合理性に加え、以下の環境負荷低減に関する項目を満たしていること。
a.省資源・省エネルギーに努めていること。
b. 環境汚染物質等の削減；有害化学物質・オゾン層破壊物質等の使用・排

出量の削減に努めていること。
c. 長期使用可能性；修理・部品交換の容易さや耐久性等の向上が検討さ

れていること。
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項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度

環境関連法規制上の違反 件 0 0 0

環境事故 件 0 0 0

環境に関する罰金コスト 円 0 0 0



当社は「テナント様向け環境配慮のためのガイドライン」を制定して
おり、廃棄物管理について、当社グループだけでなく、取引先に対し
ても協力を呼びかける取り組みを実施しています。

取引先との協力

「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」の一環として、東京都中
央区日本橋兜町において、ハイブリッド構造（木造およびSRC造）を採
用した店舗兼オフィスビルを事業化し、木造建築物等に係る技術発展
および普及啓発を図ることを目的とした国土交通省「令和2年度サス
テナブル建築物等先導事業（木造先導型）採択事業」に採択されて
います。

日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクトにおける取り組み

  具体的な取り組み

廃棄物への取り組み

当社グループは、企業活動全般において、リデュース（廃棄物等の発
生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）に努め、建築物
のライフサイクルコストを低減し、省資源に取り組むことで循環型社
会の実現を目指します。

  考え方・方針

当社グループは、以下のような目標を掲げ、廃棄物排出量の削減を
推進していきます。またサステナビリティ委員会において、毎年度の
実績値を前年度または過去の複数年度の排出量や排出原単位と比
較し、その実績を確認していきます。

  取り組み目標

廃棄物
排出量削減

2030年度までに

20％削減（2018年度比原単位目標）

本プロジェクトは、SRC造による3層飛ばしのメガストラクチャーの内
側に3層ごとの木造建築を組み合わせたハイブリッド構造を採用する
10階建ての店舗兼オフィスビルであり、平和不動産として木造ハイブ
リッド構造を採用した第1号プロジェクトです。
SRCメガストラクチャーと耐火木造の組み合わせは高層建築での木
材活用の方法やその利点について新しい可能性を拓き実用的にも
耐用年数が長く残っていくものと評価されました。
外構には、株式会社日本取引所グループが社会貢献活動の一環とし
て推進する「東証上場の森」が所在する秋田県由利本荘市矢島地区
の木を使用した「kabulock」（多
種用途に活用可能なブロック加
工した木材）によるベンチを設置
予定です。ワーカーや来街者、周
辺の皆様に対して木ならではの
温かみを提供し、地域における
新たなやすらぎの場となること
が期待されます（「秋田県産材
利用促進CO2固定量認証書」を
取得予定）。

水資源への取り組み

当社グループは、当社グループの事業のうち不動産運用に伴う水使
用について、その使用状況について適切に把握、管理するとともに、
各種効率化施策の実行を通じて、法令遵守レベル以上の、水使用の
効率化を推進していきます。

  考え方・方針

  取り組み目標

水使用量削減
2030年度までに

20％削減（2018年度比原単位目標）

当社グループは、以下のような目標を掲げ、水使用量の削減を推進
していきます。またサステナビリティ委員会において水消費量削減目
標を決定し、原則として12ヶ月に1度を下回らない頻度で使用量の
管理（実績値の目標に対する達成度合いの把握、前年度との比較・
分析等）を行います。

当社は「テナント様向け環境配慮のためのガイドライン」を制定して
おり、水使用について、当社グループだけでなく、取引先に対しても
節水を呼びかける取り組みを実施しています。

 取引先との協力

当社グループでは、水資源の有効活用のための取り組みとして、新規
開発ビルにおいて雨水の日常利用を行うための貯留施設設置や井
水の有効利用などを実施しています。また既存物件においても、節水
機器への切り替えのための改修工事等を順次推進していくことで、水使
用量の削減に努めています。

ビル運用における取り組み

  具体的な取り組み

【各ビルの取り組み例】
東京証券取引所ビル

・  雨水利用システムの導入　など

KABUTO ONE
・  雨水の日常利用を行うための貯留施設を設置　など

セントライズ栄
・  雨水、井水の有効利用　など

外部評価
  環境認証の取得

当社は、ビルの新築や大規模改修を行うにあたり、環境への配慮に積極的に取り組んでおり、「DBJ Green Building認証」、「SMBCサステイナ
ブルビルディング評価融資」、および「CASBEE」において、高い評価を受けています。

※  DBJ Green Building 認証：環境・社会への配慮がなされた不動産「Green Building」を支援するために、日本政策投資銀行（DBJ）が創設した認証制度。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティ
への配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証するもの。

※   SMBCサステイナブル ビルディング評価融資：環境配慮の取り組みを株式会社三井住友銀行と株式会社ヴォンエルフが独自に策定した評価基準に基づき評価するもの。
※   CASBEE：建築物の環境性能で評価し格付けする手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮をはじめ、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合

的に評価するシステム。

KABUTO ONE 東京証券取引所
ビル

大阪証券取引所
ビル セントライズ栄 平和不動産北浜

ビル 一番町平和ビル 日証館 北浜一丁目平和
ビル

DBJ Green 
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認証

SMBC
サステイナブル
ビルディング

評価

ゴールド プラチナ シルバー プラチナ プラチナ

CASBEE
CASBEE
名古屋
Sランク

CASBEE大阪
Aランク

CASBEE
Aランク

※自己評価

CASBEE大阪
Aランク

サステナビリティ／ESG

  S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

当社は、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数の構成銘柄に選定さ
れています。本指数は、日本市場の動向を示す代表的な株価指数で
あるTOPIXをユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性（売
上高当たり炭素排出量）の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを
決定する指数です。

当社は、不動産セクターのE（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）の取り
組みを評価するベンチマーク「GRESBリアルエステイト評価」に初
めて参加し、既存物件運用に関わる「スタンディング・インベストメン
ト・ベンチマーク」において2スターを取得しました。
GRESBは、不動産会社・ファンドのESG配慮を測る年次のベンチ
マーク評価および同評価を運営する組織の名称であり、責任投資原
則（PRI）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に2009
年に創設されました。投資先の選定や投資先との対話にGRESB
データを活用する投資家メンバーは、現在100機関を超え、日本で
も、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）をはじめ、複数の機
関がGRESB評価結果を利用しています。2020年のGRESBリアルエ
ステイト評価には、世界で1,229の不動産会社やファンドが参加しま
した。
今後もサステナビリティ経営の実践を
充実させることにより、評価向上に向け
た積極的な活動を継続していきます。

  GRESBリアルエステイト評価
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